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 2003年  3月 医療事故で長男（当時５歳）を亡くす。  
   同年12月 医療事故・医療安全に関する講演活動を始める。  

 2004年10月 新葛飾病院に入職し、医療安全対策室・患者支援室を開設。  
※2008年11月 
 新葛飾病院 患者支援室が、医療の質・安全学会 第１回「新しい医療のかたち」賞を受賞 
 

 厚生労働省 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会 構成員 
  「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究」メンバー （平成26年度厚生労働科学研究） 

 厚生労働省 医療事故調査制度の施行に係る検討会 構成員 
 日本病院会 医療の安全確保推進委員会「院内事故調査の手引き」作業部会 部員 
   ＜現在の活動＞  
  患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人架け橋 理事長 
  患者の視点で医療安全を考える連絡協議会 事務局長  
  日本医療機能評価機構 産科医療補償制度 原因分析委員会 委員 
  日本医療安全調査機構 医療事故調査・支援センター 総合調査委員会 委員 
  日本専門医機構 理事 
  千葉県病院局医療安全監査委員会 委員 
  

  
 

著書：増補新版【亜紀書房】 



2003年3月9日 

発病・受診⇒入院⇒急 死 

           
一ケ月後に突然の知らせ 

新聞社数社に内部告発 

↓ 

カルテ開示 

↓ 

病院の不誠実な対応に 

   傷つき取材を決心 

 

 

 

（2003年6月1日朝日新聞掲載） 

息子の医療事故・報道 



   入  院  

 急  死  

    腹部Ｘ－Ｐ,ＣＴ,浣腸,採血,点滴を施行、採血 

  結果を2時間待った後、家族の希望 で入院。 

  11時に病室移動。病棟に危機感は感じられず。 

   入院から２時間半後(13時30分頃) 

   病室に医師が一度も来ないまま、理貴は 

      黒茶色のものを多量に嘔吐し、心肺停止。 

      16時03分永眠。病院の判断で警察に届出。 

   行政解剖の結果、死因は「絞扼性イレウス」。 

 

息子の発病・受診 

2003年3月9日(日)の3時30分頃、息子.理貴(りき)

が強い腹痛を訴えた為、小児救急外来を2度受診。 



  

カルテ開示 ―誠意のない説明と対応― 

・対応の遅れについて              

⇒「担当医師は最善を尽くした」 
 

・死因や原因、過失について 

⇒警察による行政解剖の場合、結果が病院に 

 知らされないので、死因が分からないと申 

 し上げようがない 
 

「これ以上に関しては、第三者に判断して 

 頂かないと判らないかもしれませんね」 
 

 最後の一言が大変ショックだった 



 病名＝「絞扼性イレウス」 
 

「診療経験の少ない医師にその判断は難しい」 
  
 

院内事故調査結果に納得できなかったこと 

  

 

  

  

  

根本原因を究明し、説明して欲しい、向き合って 

欲しいと願う遺族の思いは届かなかった。 

 

事実関係が違う（家族に聞き取りがない） 



事故後の病院の対応 

・息子(理貴)の死亡後、生じた不信感 
 医療被害を二重、三重に受けたと感じたとき 
 

・事故直後の病院の対応 
・カルテ開示の際の対応 
・報道されることが判明した直後の謝罪？ 
 「結果的にお助けできず,申し訳ありませんでした」 
・無断の記者会見 
・記者会見上での謝罪？ 
・調査報告書作成と公表についての無断発表 
・説明会後の遺族からの質問書に対して出された回答 
・病院内での再発防止の取り組み無断ホームページ公開 
 
 

     



当該病院事故調査委員会の審議経過と実際の説明 
（院内調査報告書より）   

                           

                                                  

 第１回 平成１５年３月１０日（月） 

・３月９日の状況の概要について、関係者から事実確認した。 

 第２回 平成１５年３月２４日（月） 

・診療録に基づき整理した詳細な症状経過、検査結果等の検討を行った。 

 第３回 平成１５年４月２日（木） 

・入院時に撮影したエックス線写真、CT所見の検討を行った。 

・急変の原因についての検討を行った。 

 第４回 平成１５年４月７日（月） 

・医師の診断内容と妥当性等についての検討を行った。 
 

  実際にカルテ開示（この４回の審議後）で説明されたのは、 

「担当医師は最善を尽くしたと申しております。これ以上に関しては 

  第三者に判断していただかないと分からないかもしれませんね」 
 

問題点① 事例を検討していたことを遺族に話さなかった。 

問題点② 当事者や関係者又は事実確認をした人が同席していない。 

     そのため責任者（院長・小児科部長）が説明できなかった。 

 



当該病院との和解とその後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 病院は,息子の命日(3月９日)の前後一週間を医療 
 安全推進週間とし、毎年,医療安全研修会を実施 
 

 

 病院に対する気持ちの変化－ ３年後,命日での看護師の謝罪 
 

 平成19年度(2007年)の研修会で遺族が講演 
 （遺族と職員との間で この時初めて対話が成立し 良い関係に） 

     
 
 

 

2004年  1月 : 警察に被害届けを提出 
2005年  9月 : 病院と和解 
2006年10月 : 当直医師の不起訴が確定 



研修会を通して遺族の声を聴いた職員の感想 
 

１.今回の研修を受講して、どのような感想を持ちましたか。 

 体験を聴き、自分で考える、このような研修は有意義。 

 貴重な研修で、とてもためになった。(医師) 

 病院の内側にいて変わらない、変えられないと諦めていた 

 自分に嫌気が差したが、まずは自ら変わりたいと思った。 

 医療スタッフ内のコミュニケーションの大切さを痛感した。 

 １人の母として豊田さんの立場に自分が立っていたら自分 

 はどうなっていたのか、胸がはりさけそうな思いで聴いた。 

 向き合って話し合えるようになるには、重要な課程がある 

 こと、相手を受け止めなければ、心は開かれないことを、 

 再認識させてもらえた。(看護師) 

 今までの医療安全研修では医療者側からみた視点だったの 

 で、患者側からみた研修を今後も続けて欲しい。(看護師) 

 

 



  
   

     

 

  

  
 

 

 医療安全管理者と医療対話推進者の 
連携による患者と医療者をつなぐ体制 



 

 

 

【患者・家族支援窓口設置場所】 

 管理棟１階：からだ学習館内 

【相談受付：図書室利用時間】 

 月～金：９時～１７時 土：９時～１２時 

 （祝日・日曜日を除く） 

 ※ 病院、クリニックに意見箱を設置 

 回答は、無記名の場合はポスター掲示 

新葛飾病院 (144床)  
患者支援室／医療安全対策室 
 

 【専従】 医療安全管理者 １名 

        医療対話推進者 １名 

 【兼任】 （看護師・MSW・事務）     

（職員サポートも行っています） 



 
   

 平成１７年２月３日 医療安全研修セミナー 

 

  癌の告知（説明不足による認識の違い） 
    「インフォームド･コンセントについて」 
 当院での説明不足による医療事故ご家族に参加 

 していただき、インフォームド･コンセントの重要性 

 について勉強会を行った 

 

 弁護士の立場から「説明義務」について講演 

  

医療事故から学ぶ 

 

平成16年８月６日 医療安全研修セミナー 
 

シンポジウム『医療被害から学ぶ』 
他院で医療事故に遭われた家族の方々が、 

それぞれの事故について語るシンポジウム 

 

 

新葛飾病院 院内研修会  
医療事故を経験した家族の医療参加 



 
 
患者サポート体制の充実 
（患者サポート体制充実加算：平成２４年４月～） 

 

 

 

 

Ⅰ. 医療対話推進者の業務指針  

1.医療機関における医療対話推進者の位置付け 
 

医療対話推進者は、各医療機関の管理者から患者・ 

家族支援体制の調整と対話促進の役割を果たす者と 

して権限が委譲され、管理者の指示に基づき、医療 

安全管理者、医療各部門、事務関係部門と連携し、 

組織的に患者・家族からの相談等に対応することを 

業務とする者とする。 

医療対話推進者の業務指針 から抜粋（平成24年度厚生労働科学特別研究事業） 



 患者サポート体制の施設基準 
（患者サポート体制充実加算：平成２４年４月～） 

 患者支援体制確保のため、患者相談窓口と各部門とが十分に
連携していること。 
 

 各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置している
こと。 
 

 患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週１回
程度開催されており、必要に応じて各部門の患者支援体制に
係る担当者等が参加していること。 
 

 医療安全対策加算を算定している場合は、医療安全対策委員
会と十分に連携し、その状況を記録していること。 

 

   

 



医療安全と患者サポートの院内体制 

患者支援部門 医療安全対策部門 

ご意見箱へ投書 インシデント      
アクシデント事例 

事実確認・調査 

共同検討会 
（必要に応じて複数回開催） 

医療安全対策委員会 
（医療安全対策室、患者・家族支援窓口より報告） 

事実確認・調査 事実確認・調査 

患者サポートカンファレンス

週１回程度開催   

医療安全カンファレンス 

週１回程度開催  

報告 

患者・家族への対応 

医療対話推進者 医療安全管理者 

患者・家族への対応 

直接相談・電話相談 

医療事故分類 

レベル３ｂ以上 



医療事故発生時の対応  
（医療安全管理者と医療対話推進者の連携） 

  
  

 

 

 

 

 

 

医療対話推進者は、医療事故が発生した場合、あるいは、 

医療事故を疑って申し出を受けた場合には、管理者からの
指示を受け、医療安全管理者と連携して患者・家族  及び 

事故関係者の支援にあたる。 
 

①患者・家族への事故の連絡や説明の実施 
 

②管理者や医療事故に関与した職員等から、患者・家族へ 

 の説明する場の設営のための調整活動 
 

③説明の場での話し合いの進行上の配慮 
 

④患者・家族及び医療事故に関わった職員（当事者・関係 

 者）等の精神的ケア等のサポート 

Ⅰ.医療対話推進者の業務指針  Ｐ３．Ｐ４ （平成24年度厚生労働科学特別研究事業） 

・医療事故や、医療事故を疑った患者・家族からの申し出に関して対応すること  



目的 

 この制度は、医療法の「第3章 医療の安全の確保」に位置づけられているとおり、
医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことを目的としています。 

制度の概要 

■本制度における調査の流れ HPより 



遺族への説明事項 

【関連する法令・通知】 
 
○遺族への説明事項については、以下のとおり 
 ● 医療事故の日時、場所、状況 
 ● 制度の概要 
 ● 院内事故調査の実施 
 ● 解剖又はAiが必要な場合の解剖または 
    Aiの同意の取得のための事項 

 
 

医療法施行規則の一部を改正する省令：別添（平成２７年厚生労働省令第１００号） 



【関連する法令・通知】 
 

・・（略）・・当該医療事故の原因を明らかにするために、 
   情報の収集及び整理を行うことにより行うものとする。 
 
 ・診療録その他の診療に関する記録の確認 
 ・当該医療従事者のヒアリング 
 ・その他の関係者からのヒアリング 
 ・解剖又は死亡時画像診断（Ai）の実施 
 ・医薬品、医療機器、設備等の確認 
 ・血液、尿等の検査      

臨床経過に関する情報収集とその把握 

医療法施行規則の一部を改正する省令：別添（平成２７年厚生労働省令第１００号） 



遺族への説明と医療事故調査・支援センター
への結果報告 

【関連する法令・通知】 

遺族への説明方法について 

○遺族への説明については、口頭（説明内容をカルテに
記載）又は書面（報告書又は説明用の資料）若しくは 

   その双方の適切な方法により行う。 

○ 調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で 

    説明するよう努めなければならない。 
 

遺族への説明事項について 

○現場医療者など関係者について匿名化する。 

医療法施行規則の一部を改正する省令：別添（平成２７年厚生労働省令第１００号） 



◇医療者と患者・家族間の信頼関係の構築を目的 
 として、コミュニケーション・対話を促進する 
 ために、医療者への支援と啓発を提供します。  
 

◇医療事故に遭遇した患者・家族の心情から学び、 
 今後の医療安全の質と向上に寄与します。  
 

◇医療事故に遭遇した患者・家族および関係者が、 
 事故後の信頼関係回復に向けた対話の重要性に 
 ついて、広く医療従事者と一般市民が共に考え 
 る機会を提供します。  

患者・家族と医療をつなぐ ＮＰＯ法人 架け橋 

患者・家族と医療をつなぐＮＰＯ法人 架け橋：http://www.kakehashi-npo.com/ 

＜経緯＞ 
2006年5月：新葛飾病院にて職員間の対話促進を目的に研修会を開始 
2008年9月：院外へも広げる必要性から「架け橋～患者・家族との信頼関係を   
      つなぐ対話研究会」を発足し、研修活動を拡大 
2011年   患者支援員（院内相談員）養成研修を東京・大阪・札幌で実施 
2012年4月  医療対話推進者研修などの教育事業を柱に、NPO法人設立 
※同年4月 診療報酬改定で患者サポート体制充実加算が新設 

研修の様子 
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